
 

 
 
 

MODEL  6242B 自動抵抗ブリッジ 
 

 

• 計測範囲: 0.001 から 100MΩ 

• リニアリティ: 0.01 ppm of FS 

• 分解能: 0.001 ppm of FS 

• 最良精度: <0.1 ppm 

• 最高比率: 100:1 

• 直流電流コンパレータ 

• 7インチタッチスクリーン 
 
 

 モデル情報 
 
 

MI は独自技術で開発した直流電流比較（DCC）抵
抗ブリッジのメーカです。商用の自動化装置を
1991 年に発売しました。それ以来、世界中の殆ど
国研機関（NMI）で最高速度、最高精度の装置と
して活用いただけます。 

 

6242B 自動抵抗ブリッジは、MI が最初に開発した
世界の一次標準機関で使用されている直流電流コ
ンパレータブリッジ 6010 と同じ技術を活用して
います。よって 6242B は校正技術者が期待される
であろう特長の殆どを有しています。6242B は国
研機関の精度まで必要としない抵抗計測、温度計
測の用途として最適です。ESI 242()抵抗計測シ
ステムの仕様を想定し、自動化した装置として開
発しています。 

特長として、最新の 7 インチタッチスクリーン
を備え、4 端子計測は 100kΩ、2 端子計測は
100MΩまで、自動電流方向の切り替え機構を備
えて不要な熱起電力（EMF）を低減できるように
し、コンパレータの線形性能を校正する自己校
正機能を組込んでいます。さらに 6242B は標準
的な IEEE488 インターフェース、二つの入力チ
ャネルを装備しています。 

入力チャネル数は、二台の 4220A 低熱マトリッ
クススキャナー（20 チャネル）を接続すること
で、最大、40 チャネルまで増設できます。モデ
ル 4220-1R SR シリーズのハーモンアダプターを
付加することで、完全な“ターンキー”システ
ムとして、抵抗器、ESI SR1010 と SR1060 等の伝
達標準抵抗器の自動校正装置を構築できます。
高精度な DC レンジエクステンダを活用すると、
ブリッジの計測範囲は拡張でき、具体的には
2000A 以上を通電することで１μΩまで測定でき
ます。 



操作: 
 

6242B の計測可能な抵抗比は 1:10, 1:1, 10:1 & 100:1 です。 
例えばこれは、Rs に１Ωの抵抗を Rx（未知の抵抗器）に 100ｍ
Ωから 100Ωまで接続可能です。 

 

タッチスクリーン画面に、設定情報、計測データ、チャートを
表示します。 

システム ソフトウェア: 

使い易いウィンドウズベースのソフトウェアパッケージが活
用できます。このソフトウェアは校正技術者が期待する特徴、
具体的には自動データ収集、リアルタイムに不確かさ解析、
グラフ表示、ロギング結果のヒストリー解析、回帰解析、温
度係数設定、の各機能を備えており、さらに将来の拡張も計
画中です。 

 

温度計測は SPRT を活用することで容易に、精度 0.1mK より良
好に実行できる。 
 

 

計測システムに必要なこと: 

パソコンでソフトウェア 6242B-SW を起動させるには、OS が
WindowsXPより新しいこと、更に IEEE488インターフェースを
装備していることです（インターフェースカードは計測器に
含まれません）。 

 

校正: 

全てのブリッジはトレーサビリティ校正証明書と共に納入し
ます。オプションとして、認証された校正証明書を添付する
ことも可能です。弊社メジャーメンツインターナショナルは
17025 に適合しており、比率は 1:1 と 10:1 、抵抗値は 0.1 Ω 
から 100 MΩになります。 

 
メイン メニュー システム& ラック セッティング 



 

 
プログラム 選択 ヒストリー情報 

 

 

低抵抗計測: 
 

レンジエクステンダを付加すると、モデル 6242B は電流供
給を 2000A まで、比率は 1,000,000:1 まで拡張できます。
これで、トーマスあるいは MI の 1Ω標準抵抗に対し 1μΩ
の抵抗を計測できます。 

 

6242B-100A モデル外観 

仕様(精度): 

抵抗範囲 精度 

 (ppm) 

ﾚﾝｼﾞｴｸｽﾃﾝﾀﾞ
付き 

100µΩ to 1 mΩ N/A <0.5 
1 mΩ to 10 mΩ < 5.0 <0.5 
10 mΩ to 100 mΩ <0.5 <0.5 
100 mΩ to 1 Ω <0.2 
1 Ω to 10 Ω <0.1 
10 Ω to 100 Ω <0.1 
100 Ω to 1 kΩ <0.1 
1 kΩ to 10 kΩ <0.1 
10 kΩ to 100 kΩ <0.2 
100 kΩ to 1 MΩ <0.5 
1 MΩ to 10 MΩ <2.0 
10MΩ to 100MΩ <10.0 
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仕様（つづき）: 
 

計測可能な抵抗比 .001:1, .01:1, 0.1:1, 1:1, 1:10, 10:1, 100:1 
リニアリティ ±0.01 ppm 
分解能 ± 0.001 ppm of full scale 
入力チャネル数 2 (4220A ｽｷｬﾅｰを活用することで 40チャネルまで可) 
計測可能な抵抗仕様 2 & 4 端子計測 
計測電流 1μ to 150mA 
拡張できる計測電流（オプション） 150mA から 2000 A 
試験電圧範囲 1 to 100V 
電流方向切り替え時間 4 to 1000 秒 
規定精度に到達するまでの時間（ｳｵｰﾑｱｯﾌﾟ） < 1 分 
温度係数 ±0.02 ppm/°C 
動作モード マニュアル あるいは自動操作 (IEEE488) 
動作環境条件 温度 18 to 34°C, 湿度 10 to 80% RH 
電源 (選択可) 100, 120, 220, 240V - 50/60Hz 
保証 2 年間 パーツ保証と修理 

 

アクセサリー: 
 

4220A 低熱ﾏﾄﾘｯｸｽｽｷｬﾅｰ 
4220-1R ﾊｰﾓﾝ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 

 
6511C 5 A レンジエクステンダ 電源

付き 
6011C 100 A レンジエクステンダ 
6100A 100 A 直流電流源 

 
6012M 2000 A レンジエクステンダ 
6013M 400 A レンジエクステンダ 

 
6242B ソフトウェア & IEEE インターフェース 

 
 

関連する製品: 標準抵抗器, 計測器ラック, 接続ワイヤー, 抵抗保持用オイル槽 ＆空気槽 
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